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In this paper, we propose a system for improving the efficiency of school infirmary operations. In schools, school
nurses, called Yōkyo in Japan, have to take care of many pupils/students. On the other hand, they are unfamilliar
with digital devices and they manually conduct most of their works in usual. In addition, they can use small
amount of budget. Accordingly, we’ll propose a system for improving the efficiency of school infirmary operations
and discuss which type of devices will be appropriate for the system. In the system, school nurses (or the other
teachers) will use an application which can deal with lots of data in health examinations. This application will
be simple and inexpensive. Users can record several types of item (height, weight, eyesight or hearing) on the
application in handwriting and then these data will be directly sent to computers.

1 養護教諭の業務をめぐる現状

学校教育法第 37 条は、「小学校には、校長、教頭、教諭、養
護教諭及び事務職員を置かなければならない」∗1 と定めている．
養護教諭というのは、所謂保健室の先生を指し、養護学校 ∗2 の
教員とは異なる．養護教諭の業務については、学校保健安全法
などを参照すると概ね次のようにまとめることができる．

• 救急処置: けがや病気への対応
• 学校環境衛生調査: 水質検査や空気検査
• 保健指導: けがや病気の予防に関する指導
• 健康診断の管理: 計画立案や準備
• 保健室相談

近年の教育現場では更に、いじめ問題に対応する必要があるた
め、養護教諭の業務として心のケアも要請されている．例えば
大津市では、養護教諭を「こころとからだの先生」と位置づけ、
市内の小中学校の保健室に 2 人ずつ配置することを目指してい
る [京都 17]．
養護教諭の複数配置に関して、文部科学省による 2001 年度
から 2005年度までの 5か年計画 (「第 7次公立義務教育諸学校
教職員配置改善計画」) においては、小学校は児童数 851 人以
上、中学校は生徒数 801人以上の場合に複数の養護教諭を配置
することが目標とされた．児童数が 1,000 人を超える江戸川区
立第 2葛西小学校では、2002年度から養護教諭 2人体制になっ
たことで「健康相談活動など保健室での対応がスムーズに行え
るようになり、子ども一人ひとりに時間をかけて対応すること
ができるようになった」という [教育 02]．また後藤らも、複数
配置を実施している学校を訪問調査した上で、複数配置の利点
を主に「(一方の養護教諭が他方の教諭と) 相談・検討できる」
ことと「児童・生徒への対応が充実する」ことを指摘している
[後藤 15](括弧内は著者注)．しかし、「複数」とは多くの場合「2

人」というのが現状であり、養護教諭 1 人で約 400 人の児童・

連絡先: 林 侑輝，千葉大学人文社会科学研究科，千葉市稲毛区
弥生町 1-33，yu.hayashi@chiba-u.jp

∗1 この規定は、中学校に準用されている．ただし高等学校の場合、「養護教諭そ
の他必要な職員を置くことができる」とあり、配置は義務ではない．

∗2 2007 年度から、障がい者等に教育を行う学校はすべて「特別支援学校」に
統一された．

生徒に対応するというのは業務負担の観点から決して理想的な
状況とは言えないであろう．
このように養護教諭は、救急処置や保健室相談など様々な場
面で、少ない人員で多くの児童・生徒に対応しなければならな
い立場であることが窺える．本稿は、養護教諭の業務負担の軽
減を目指すものである．数ある業務の中でも特に「健康診断の
管理」に着目し、その効率化に寄与するシステムを提案する．2

章ではまず、健康診断に係る業務内容を確認し、効率化が可能
な点を検討する．更に、システムを構築する上で考慮しなけれ
ばならない保健室の特性について論じる．これらを踏まえて、3

章では提案システムについて述べ、4章で今後の課題を示す．

2 業務の効率化に向けて

数ある業務の中でも「健康診断の管理」というのは、養護教
諭にとってとりわけ大きな負担である．その理由として著者ら
は、主に次の点に着目する．

• 児童・生徒数に対して業務を担う人員が限られていること
• 保健室という現場では情報化があまり進んでいないこと
• 年間の予算がごく限られていること

2.1 健康診断に係る業務内容
学校教育法第 12 条は、「児童、生徒及び学生並びに職員の健
康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に
必要な措置を講じなければならない」と定めている．健康診断
における具体的な検査項目は学校保健安全法施行規則に記され
ている ∗3 が、一般的に知られている名称でまとめると主に「身
体測定 (身長・体重)」∗4、「視力検査」、「聴力検査」の 3点であ
ろう．
例えば身体測定に関する業務は、ふつう次のような手続きに
よって行われる．

• 身長・体重計の計測値を読み取る ......(1)

• 計測値を (ふつうは、紙媒体に)記録する ......(2)

• 健康診断終了後、記録を参照しながらコンピュータにデー

∗3 「脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態」、「結核の有無」な
ど全 11 項目からなる．

∗4 座高測定は、2016 年度より検査項目から除外された．

1

The 31st Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2017

2J2-OS-16a-3



図 1: 児童生徒健康診断票 (鹿児島県の場合．一部抜粋)

図 2: 健康診断の記録用紙の例 (データは架空)

タを入力する ......(3)

• データベースを基に個人ごとの健康診断票を作成し、本人
や保護者に通知する ......(4)

養護教諭は、「健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断
票を作成し」、「二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒
にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者に、学生に
あつては当該学生に通知する」義務がある (「学校保健安全法施
行規則」)．健康診断票とはふつう図 1のような様式であり、手
書きもしくはコンピュータで作成される．養護教諭にとって特
に手間がかかるのは、健康診断票を作成する前段階としての (2)

から (3)までの作業である．

2.2 健康診断データの管理
健康診断において記録しなければならないデータは主に次の

4つである．

• 身長: 有効桁数 4、小数点以下桁数 1の数値 (例えば 143.5)

• 体重: 有効桁数 3、小数点以下桁数 1の数値 (例えば 46.2)

• 視力: 1つの記号 (A, B, C, Dのいずれか)

• 聴力: 1つの記号 (◦, ×のいずれか)

健康診断の運営自体は、養護教諭以外の教員の協力も得ながら
行われる．しかし、健康診断の管理は養護教諭の業務である．1

章で指摘したように、養護教諭は少なくとも児童・生徒約 400

人分のデータを 1 人で扱わなければならないことが多い．図 2

のような記録を目で追いながら図 3のような画面に数値を 1つ
ずつ入力する作業には膨大な時間を要することが予想される．
つまり、計測値をコンピュータに自動入力できれば、養護教諭
の負担をかなり減らすことができるのではないかと考える．

図 3: 計測値の入力画面 (株式会社ネットのソフトウェア「校務
アシスト」の場合．一部抜粋)

例えば新屋も、「保健室は旧態依然として、多くの事務処理や
手作業によるデータの集計などに忙殺され」ている状況を問題
視しているものの、コンピュータ上における集計処理の効率化
に重点を置いていた [新屋 90]．また、多くの養護教諭が利用し
ているソフトウェアの一つにスズキ教育ソフト株式会社の「え
がお」がある．このソフトウェアは、健康診断・出欠席・来室記
録などを含めたあらゆる記録を総合的に管理するためのもので
あるが、データを入力する段階における養護教諭の負担までは
考慮されていない．

2.3 保健室という現場の特性
2.2節で述べた問題を解決するには、身体測定などの計測値を
コンピュータに自動入力できるようにすることが望ましい．し
かし、小学校や中学校における健康診断には、大学や会社にお
けるそれとは異なる特徴があるので確認しなければならない．
そもそも校務全般において、コンピュータやネットワークの
導入が十分に進んでいるとは言えない状況である．日本教育工
学振興会が校務情報化の実態を把握するため全国の学校を対象
に実施したアンケート調査によると、83.1% が情報化を「是非
必要である」または「必要である」と回答した [社団 07]．保健
室に関しても同様に、情報化が進んでいるとは言い難い．機器
に関して言えば、例えば大学や会社の健康診断でよく見かける
デジタル身長体重計を所有するような学校は少ない．デジタル
身長計は概ね 5万円以上、デジタル身長体重計の場合は 10万円
以上はかかるようである．学校予算のうち保健室に配分される
のは年間およそ 30万円程度であるので、新たに高価な機器を導
入することは相当困難であろう．ゆえに、図 4のようにデジタ
ル身長体重計とコンピュータを接続することでデータを自動入
力化するというような解決策は、あまり現実的ではない．
更に、小学校や中学校の場合、計測機器を何台も用意しなけ
ればならないことが多い．大学や会社では一定期間に亘って健
康診断の実施日を設けることができるが、学校では時間割など
の都合から全員分を 1日で済ませなければならないことが多い．
加えて、「健康診断は、毎学年、六月三十日までに行」わなけれ
ばならない (「学校保健安全法施行規則」)という事情もあるの
で、養護教諭は健康診断自体を短期間で済ませ、集計作業など
に迅速に取り掛からなければならないのである．つまり、著者
らが「養護教諭の業務効率化に寄与するシステム」を構築する
にあたっては、1つの検査項目 (身体測定、視力検査あるいは聴
力検査) を実施するために計測機器を同時に何台も利用すると
いう状況まで想定しなければならない．
以上、健康診断に係る業務に関して、業務に要する人員や手
間、保健室という現場の特性などの観点から、業務効率化のポ
イントを論じてきた．これらを踏まえて 3 章では、著者らの提
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図 4: デジタル身長体重計を導入した健診データ収集システム
(株式会社エー・アンド・デイのデジタル身長体重計 AD-6350

の場合．カタログより抜粋)

案するシステムについて述べる．

3 業務効率化に寄与するシステム

従来のシステムにおいて、健康診断はふつう図 5のような流
れで行われてきた．このシステムにおいては、身長・体重計な
どの計測値を読み取って記録用紙のような紙媒体に記入する必
要があった．このため健康診断終了後には、記録を参照しなが
らコンピュータに手作業でデータを 1 つずつ入力するという手
間が生じたわけである．

3.1 提案システムの概要
図 6 に、著者らの提案するシステムを示す．このシステムに
おいては、コンピュータにデータを手動入力する手間を省略で
きる．3.2節で詳しく説明するが、まず、計測値を記録するため
のデバイスを導入すればよいと考えた．これにより、ユーザ ∗5

が計測値を読み取ってデバイスに入力するだけで、データがコ
ンピュータに自動入力されるようになるわけである．

3.2 提案システムに適したデバイスの検討
本システムを実現するには、計測値を記録するためのデジタ
ルデバイスが必要であろうと考えた．まず、どのようなインター
フェースであることが望ましいか検討する．計測値の入力方法
は手書きがよいのではないかと考えた．例えば、テンキーのよ
うなものを参考にしつつ、数値や簡単な文字入力ができるデバ
イスを開発する方法もあるだろう．あるいは、教員が所有する
ノートパソコンを健康診断の場面に持参してもらい、テンキー
あるいはキーボードで計測値を入力してもらう方法もよいかも
しれない．しかし、2章で校務の情報化の遅れを指摘したが、手
書きで記録をとることに慣れてきた養護教諭・教員は使いづら
さや抵抗感を覚える可能性がある．よって、本稿では手書き入
力を前提に議論を進める．
手書きした文字をコンピュータに自動入力する方法について
は、ワイヤレスペンタブレットのようなものを活用できるのでは
ないかと考えた．ワイヤレスペンタブレットとは、コンピュータ
から離れて画面の操作をしたりプレゼンしたりするためのツー
ルで、図 7のように付属のペンを用いて文字を筆記すると、ワ
イヤレス接続したコンピュータ上にその文字が表示されるとい
う仕組みである．更に、「MyScript Stylus」など専用のソフト

∗5 基本的には養護教諭を指すが、ここでは、健康診断の運営に関わる教員全般
を指す．1 台の計測機器ごとに 1 人か 2 人の教員がつき、児童・生徒に対応を
するというイメージである．

ウェアをインストールすれば、手書き文字をテキストに変換す
ることも可能である．

3.3 アプリケーションの開発
3.2節で述べたように、提案システムに対してワイヤレスペン
タブレットのような既存のデバイスを導入すれば、コンピュー
タに計測値を手動入力するという手間は省略できる．しかし、
ワイヤレスペンタブレットは 1台あたり概ね 2万円以上であり、
保健室に導入しやすい金額であるとは言えない．2.3 節で指摘
したように、保健室に配分される学校予算は年間およそ 30万円
程度である．デジタル身長体重計 (概ね 10 万円以上) を導入す
るよりはハードルが低いが、タブレットを複数台導入しなけれ
ばならない学校があることも考慮すると、やはりコストの面で
の課題はまだまだ少なくないと言わざるを得ない．
そこで著者らは、既存のデバイスに依存せずシステムを実現
することを目指し、スマートフォンやタブレットにインストー
ル可能なアプリケーションを考案した．図 8 のように児童・生
徒の出席番号 (ID) と計測値を入力できるだけのシンプルなイ
ンターフェースで、保健室内のコンピュータに送信できる機能
を備える．このような方法においては、スマートフォン・タブ
レットなどの他には、専用のタッチペンと手書き文字変換用の
ソフトウェアを準備すればよいので、コストをより抑えられる
だろうと考えた．
尚、IDを入力するとその児童・生徒の氏名をコンピュータ上
のデータベースから呼び出せる機能も備えたいと考えた．健康
診断の時間は、ふつう身体測定や視力検査など同時に複数の検
査を受けるという状況になり、必ずしも児童・生徒が出席番号
順に並んでいるとは限らない．また、欠席者などにも対応する
必要があるため、事前にデータベースの枠組みを用意しておき、
計測値だけを入力していくという方法をとることは難しいだろ
う．更に、小学校低学年の児童の場合、自分の出席番号を間違
えて申告する恐れもある．よって、アプリケーションのユーザ
である養護教諭・教員が、IDと氏名が一致しているかどうか逐
一確認できるようにしたいと考えた．

4 今後の課題

3 章において、健康診断に係る業務の効率化に寄与するシス
テムを提案した．このシステムは、健康診断に関する計測値を
養護教諭・教員が紙媒体に記入し、更にコンピュータにデータ
を手動入力するという二度手間を省略することを目的としたも
のであった．

4.1 誤認識した場合のリスクヘッジ
ユーザに、紙媒体に代わってデジタルデバイスを利用しても
らうにあたっては、リスクヘッジも考えなければならない．例
えば、手書き文字認識の対象を数字のみに限定すれば、一定の認
識精度は保証できるだろうと考える．「郵便番号」の手書き文字
認識において対象となるのは 0から 9までの数字のみであるよ
うに、認識させる対象領域を限定すれば文字認識の精度が上が
ることは一般的に知られている．例えば、視力検査の A, B, C,

Dは 1, 2, 3, 4, 聴力検査の ◦, ×は 1, 2というように置き換え、
文字認識の対象を数字のみに限定する方法は有効かもしれない．
それでも尚、文字認識において万が一エラーが発生すると、養
護教諭の業務に大きな支障を来す．そこで、変換後のテキスト
データだけでなく、手書き文字そのものについてもログとして
残しておくことが望ましいと考える．その上で、コンピュータ
上で作成されたデータベース中に異常値が検出された場合にエ
ラーを出す仕組みも構想している．例えば身長のデータについ
ては、110.0 以上 180.0 以下の数値以外が検出された場合にエ
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図 5: 従来のシステムにおける健康診断の流れ

図 6: 提案システムにおける健康診断の流れ

図 7:「ワイヤレスペンタブレット」(プリンストンテクノロジー
株式会社の場合)に付属のペンで筆記した文字は、コンピュータ
画面上に表示される

図 8: スマートフォン・タブレット用アプリの構想．ID や身長
測定の結果をすべて数字で入力するイメージ

ラーを出し、ユーザ自身で手書き文字のログを参照してもらう
ようにする．少なくとも、児童・生徒全員分の記録をコンピュー
タに手動入力するという従来の方法に比べれば、手間は圧倒的
に少なくて済むと考える．

4.2 快適なユーザ・インターフェース
提案システムにおいてユーザとなるのは、養護教諭や教員で
ある．彼らの中には、デジタルデバイスに不慣れな人が多い可
能性も考慮しなければならない．例えばワイヤレスペンタブ
レットの場合、図 7に示したようにタブレット上には筆跡が表

示されない．ここに、違和感を感じるユーザはいるかもしれな
い．また、書き間違いをした場合、二重線で消すような操作も
想定されるので、アプリケーションの開発においては考慮しな
ければならないと考える．

5 まとめ

本稿では、養護教諭の業務負担の大きさに着目し、その軽減
に寄与しうるシステムを提案した．特に、健康診断に係る業務
に関して、身体測定などの計測値をコンピュータに自動入力で
きるようにするため、スマートフォン・タブレット上で利用可
能なアプリケーションを提案した．本稿では、小学校や中学校
における健康診断を例に論じてきたが、このようなシステムは
例えば、保育園においても活用が期待される．保育士は毎月子
どもたちの身体測定をしなければならない．身体測定の運営に
は、小学生以上に手間取ることも予想されるので、計測値の自
動入力化はきっと役に立つことだろう．今後は現場の方の意見
も聞きながら、よりふさわしいアプリケーションの開発とシス
テムの構築を目指したい．
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